
 
   

平成 20 年 5 月 30 日 

カブドットコム証券 http://kabu.com                                       東証 1 部【8703】 

カブドットコム証券株式会社 

（コード番号：8703 東証1部） 

代表執行役社長 齋藤 正勝 

 

注目の BRICs 通貨ファンドやインデックスノーロード 6 投信など新規追加 

～ ノーロード 72 ファンド 122 本を含む全 166 ファンド 271 本に。「夏の投資信託キャンペーン」実施  ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、6月26日（木）から、BRICｓ（ブラジル・ロシア・インド・中国）の通貨に投資するファン

ドやノーロードで代表的なインデックスに投資する 6 ファンドなど計9 ファンド 18 本の新規取扱を開始いたします。これ

により、当社取扱いの投資信託は 166 ファンド 271 本となります。 

また、ご好評いただいている季節のキャンペーンを 2008 年 6 月 2 日（月）～2008 年 8 月 29 日（金）に、世界の名品

や投資関連書籍が当たる「夏の投資信託キャンペーン」として実施いたします。 

 

●新たに 9 ファンド 18 本を新規取扱い開始予定 ※2008 年 6 月 26 日（木）より 

ノーロードファンド・毎月分配型ファンド・ＢＲＩＣｓ・バランスファンドなど、多様な資産運用ニーズに活用しやすい投資

信託の人気が高まっています。カブドットコム証券ではノーロードファンドを中心にラインナップを拡充しておりますが、

注目の BRICs 通貨に投資するファンドや当社でははじめて国内債券のインデックスに連動を目指すファンドなど 6 つ

のノーロードインデックスファンドなどを拡充いたします。これにより、ノーロードファンド 72 ファンド 122 本を含む、全

166 ファンド 271 本と、ネット証券屈指の投信ラインナップとなります。 

※ ファンド数は 2008 年 6 月 26 日現在（予定） 

新規取扱ファンド（9 ファンド 18 本） コース 手数料 

シュローダー･BRICs 通貨ファンド ＜シュローダー＞ 一般/累投 2.10% 

世界資源エネルギーオープン＜HSBC＞ 一般/累投 3.15% 

世界サステナビリティ株式ファンド （愛称：環境博士）＜T&D＞ 一般/累投 1.05% 

STAM ＴＯＰＩＸインデックス・オープン  ＜住信アセット＞ 一般/累投 無料 

STAM 国内債券インデックス・オープン  ＜住信アセット＞ 一般/累投 無料 
STAM グローバル株式インデックス・オープン  ＜住信アセット＞ 一般/累投 無料 
STAM グローバル債券インデックス・オープン  ＜住信アセット＞ 一般/累投 無料 
STAM J-REIT インデックス･オープン  ＜住信アセット＞ 一般/累投 無料 
STAM グローバル REIT インデックス  ＜住信アセット＞ 一般/累投 無料 

 

 

●「夏の投資信託キャンペーン」実施要領 

期間 2008 年 6 月 2 日（月）～2008 年 8 月 29 日（金） 

「世界の名水セット 」を20名様   

内容 

 

期間中、当社取扱投資信託の購
入における販売手数料合計が、
1,000円以上のお客さまの中から
抽選でプレゼント。 

または 

「今日から私も投資信託デビュー！」（ 横山利香 著／C&R 研究所） 

を 100 名様にプレゼント 
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●景品イメージ 

 

 

「 世界の名水セット」 

※写真と内容が異なる場合があります。 

「今日から私も投資信託デビュー！」 

（ 横山利香 著／C&R 研究所刊） 

 

※  抽選のお申し込みは特に必要ありません。 

※ 抽選・発送は、2008 年 9 月初旬を予定しております。 

※  当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

※ 販売手数料は、上記期間中に約定したお取引が対象となります。 

※ 対象商品は、当社でお取扱いしている追加型株式投資信託です。上場投信（ETF、REIT）・MMF・中期国債ファン

ド・公社債投信は含まれません。 

※ 当キャンペーンに当選された方は、当社の実施する他のキャンペーンに参加できない場合があります。 

※ 期間中、投信つみたて「ファンド星人」の販売手数料合計が 1,000 円以上のお客さまも対象となります。 

※ キャンペーンの内容および期間は予定であり変更する場合があります。詳細および最新情報は当社ホームペー

ジにてご確認ください。 

 

◇カブドットコム証券の投資信託の特徴 

○国内初！注目の新サービス「投信カブコール」 

「○○ファンドの基準価額が、○○円以下になったら」 

「保有する○○ファンドの評価額が、○○円以上になったら」 

「1 日前からの騰落率が○％以上上昇したファンド一覧を通知」 

「1 週間前からの騰落率が○％以上上昇し、さらに 1 日前からの騰落率が○％以上下落したファンド一覧を通知」 

このようなお客さまの知りたい投資信託の情報を自由に設定し、条件に達したらお客さまが登録された電話・携帯電話・

メールへ、音声やテキストで自動通知します。“バーチャル証券マン”として「投信カブコール」をご活用いただけます。 

 

○投信つみたて「ファンド星人」 

月々1万円の少額からファンドの積み立てが可能な「投信つみたてファンド星人」は105ファンド(内ノーロード50ファンド)

に対応。投資タイミングや投資対象を分散しながらの資産形成に適しています。 

購入代金は預貯金口座から無料の自動引落もお選びいただけるため、振り込みの手間や振り込み忘れの心配はあり

ません。さらに、毎月の引落日はお客さまのご都合に合わせて指定できるので、給料日に合わせた積み立てなど便利

かつ柔軟な資産形成・資産運用が可能です。 

 

○投資信託を信用・先物オプション・外国為替保証金（FX）取引の担保に活用できる！ 

主要ネット証券で初めて、現金や株式のみならず投資信託も信用取引・株価指数先物取引・株価指数オプション取引・

外国為替保証金取引（FX）の担保として活用できます。お客さまはカブドットコム証券にお預けいただいたご資産を、より

効率的に活用していただくことができます。 

 

○わかりやすい充実の投資信託（ファンド）情報 

投資信託の個別銘柄情報画面も充実。国内株式型ファンドなどで役立つ「組み入れトップ 10 銘柄」、同型ファンドを探

したり、比較するのに役立つ「類似ファンド」、レーティングの遷移が一目でわかる「レーティング履歴」など、これまで

にない情報も含めわかりやすくコンパクトに表示しています。モーニングスターのレーティングや投資スタイル分析、フ

ァンドオブザイヤー情報なども追加しています。 
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●証券投資は、価格の変動、金利の変動、為替の変動等により投資元本を割り込む恐れがあります。自動売買を含

むすべてのご注文は、必ず約定するものではありません。お取引の際は、目論見書、約款・規程集及び契約締結前

交付書面等をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等をよくご理解の上、ご自身のご判断で無理

のない資産運用を行ってください。 

●各商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等が必要です。詳しくは当社の手数料ご案内ページ

（http://kabu.com/cost/）等をご参照ください。 

●投資信託の購入は、基準価額の変動により元本を割り込み損失を被ることがあります。ファンドにより販売手数料と

は別に、信託報酬・解約手数料・その他手数料等を要するものがありますが、各ファンド別に要件・料率等が異なりま

すので表示できません。お取引に際しては、目論見書（商品毎）および目論見書補完書面（投資信託）をよくお読みく

ださい。 

●信用取引・株価指数先物取引・株価指数オプション取引は、保証金または証拠金以上のお取引が可能であるため、

保証金または証拠金を超える大きな損失を被ることがあります。また、取引期限があり取引期限を越えてのお取引は

できません。お取引に際しては、信用取引・株価指数先物取引・株価指数オプション取引の契約締結前交付書面をよ

くお読みいただき、商品特性やお取引ルール等をよくご理解の上、ご自身のご判断で無理のない資産運用を行ってく

ださい。 

●外国為替保証金取引（FX）は、取引金額がお客さまが預託しなければならない保証金の額に比べて大きい額となっ

ており、投資額以上の損失が生じる可能性があります。また、外国為替保証金取引は元本や利益を保証するもので

はなく、為替変動リスクや金利変動等のリスクを伴います。本取引において当社が提示する売値と買値の間には差額

があります。お取引に際しては、外国為替保証金取引の契約締結前交付書面をよくお読みください。 保証金（1 万通

貨）：コース、通貨ペアにより 25,000 円～1,000,000 円／手数料：2 銭（1 万通貨当り 200 円） 

●私設取引システム（ＰＴＳ）業務の認可を取得したカブドットコム証券が開設した「kabu.comPTS」は、証券取引所とは異

なるため、一般的に流動性が低く値動きが大きくなる可能性がありますので、お取引の際は注文状況をご確認の上でご

注文ください。 

●貸株サービスにお申込みいただいた株式は、信用保証金／先物オプション証拠金／FX 保証金への振替はできま

せん。また、特定口座と一般口座間の振替はできません。発行会社から直接配当金は受け取れませんが、配当金相

当額から源泉徴収税額を差し引いた金額を当社からお客さまの証券口座に入金します。分別管理や投資者保護基金

の保護対象外となります。貸株サービスにお申込みいただいた株数全てに応じられない場合もあります。 貸株サービ

スのご利用にはご契約が必要です。契約条件・契約方法についての詳細は当社ホームページにてご確認ください。 

●掲載情報は 2008 年 5 月 30 日現在のものです。詳細および最新情報は当社ホームページ（http://kabu.com/）にて

ご確認ください 

 

【金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第 61 号】 

【銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第 8 号】 

【加入協会：日本証券業協会・金融先物取引業協会】 

 

 

以上 

<本件に関するお客さまからのお問い合わせ先>     <本件に関する報道関係からのお問い合わせ先> 

お客さまサポートセンター TEL：0120-390-390     担当：常務執行役 臼田 琢美 TEL：03-3551-5111 

 

 

 

 

 

 


